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研究成果の概要（和文）：　5種類の乳癌細胞株において、ER,PgRを標的に蛍光ナノ粒子を標識した1次抗体を用
いた免疫染色を施行し、各乳癌細胞株の異なるER,PgR発現状況に応じたER,PgR-蛍光粒子シグナルを検出するこ
とに成功した。また核内でのシグナルの局在に関しても明らかにした。FACSにてER,PgRの抗原量を測定し蛍光ナ
ノ粒子のスコアを対比したところ、ER,PgRそれぞれにおいて強い正の相関を認めた（R：0.94-0.98）。本検討か
ら、ER、PgRに関して核内・膜型を問わず高精度に定量化することに成功し、従来のDAB法と比較して精密のその
多寡を評価することが可能であることを証明した。

研究成果の概要（英文）：We have developed highly quantitative method to evaluate expression of ER 
and PgR in vitro. The expressing diverse level of ER and PgR in breast cancer specimens are stained 
by nano particle-based IHC. ER positive breast cancer cell lines (MCF7, T47D, BT474), ER negative 
breast cancer cell lines (ZR-75-1, MDA-MB-231) are processed into paraffin-embedded cell blocks. 
Then samples are separately stained by IHC with DAB (DAB-IHC) and nano particles (nano-IHC). Results
 of flow cytometry showed correlation to that of nano-IHC. The results of nano-IHC score showed that
 fluorescence of ER positive cells was increased in an expression level dependent manner which was 
difficultly distinguished by DAB-IHC. This study indicated that in breast cancer specimens, nano-IHC
 is generate sensitively quantitative than DAB-IHC. Thus nano-IHC might be provide highly 
quantitative method to evaluate the expression of ER and PgR, which were proposed in the new 
IHC-based surrogate biomarker for breast cancer.

研究分野： ナノ医科学
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１． 研究開始当初の背景 

わが国の乳癌罹患率、死亡率の増加は著し

く、その発生・増殖に関与する主な因子にエ

ストロゲン受容体(ER)があげられる。ER陽性

乳癌は乳癌全体の 70-80%を占め内分泌療法

が有効であり比較的予後良好だが、内分泌療

法に耐性を示し予後不良な症例も散見され

る。その理由の一つに、アロマターゼ阻害剤

（AI）投与に伴うエストロゲン枯渇によって

誘導される膜型 ER 増殖の関与が報告されて

いる。エストロゲンは核内転写調節因子であ

る ER と結合し二量体を形成し転写因子を誘

導する。この genomic action(ゲノム対象シ

グナル伝達経路)は、AI 投与でエストロゲン

合成が阻害されることによって抑制される。

一方で近年、エストロゲンが枯渇し genomic 

action が抑制されると膜型 ER が発現するこ

とが報告された。膜型 ER はエストロゲン膜

貫通受容体であり微量なエストロゲンのシ

グナルをヒト上皮増殖因子受容体である HER

（human epidermal growth factor receptor）

-family などの膜型増殖因子に伝え、MAPK や

PI3K/Akt 経路のリン酸化を引き起こしリガ

ンド非依存性にERの転写活性を引き起こす。

この Non-genomic action は急速に腫瘍増殖

を促し予後に関与するとされる。しかし、現

在までにヒト乳癌組織(臨床検体)において

膜型 ER の発現量・発現部位を明確に示した

ものは無く、膜型 ER 発現量が下流のシグナ

ルや薬物治療効果・予後に与える影響は明ら

かはとなっていない。 

 

２．研究の目的 

本研究の目的として以下の 3点を挙げる。

（１）独自の蛍光ナノ粒子を用いた高精度蛋

白定量法を用いて膜型 ER 発現量の定量化法

を確立する。 

（２）行程Ⅰで定量化した膜型ER発現量と、

下流の PI3K/Akt 経路や MAPK 経路各因子の遺

伝子発現解析結果を対比し、膜型 ER が

Non-genomic actionに与える影響をヒト乳癌

組織で明らかにする。 

（３）膜型 ER 発現量と ER 陽性乳癌の内分泌

療法の効果・予後を検討し、さらには mTOR

阻害剤投与症例で膜型 ER 発現量・下流各因

子遺伝子発現量と同薬剤の治療効果を検討

する。 

本研究の学術的な意義としては、過去にヒ

ト乳癌組織を用いて膜型 ER 発現量を定量化

した研究はない。膜型 ER 低発現例は予後良

好で内分泌療法によって治療可能であり、膜

型 ER 高発現例は内分泌療法の効果が低く予

後不良と予想される。さらに膜型 ER 高発現

例でも、下流シグナル亢進例は下流因子の標

的治療が併せて必要であり、下流シグナル低

下例では膜型 ER を標的とした内分泌療法が

中心になると予想される。この様な ER 陽性

乳癌に対する個別化治療の実践を可能にす

るのは、蛍光ナノ粒子を用いて膜型 ER 発現

量を高精度に定量法することが重要と考え

られる。 

 

３．研究の方法 

「概要」まず始めに蛍光ナノ粒子を用いた ER、

PgR の免疫染色の手法を確立した。その後、

他の蛋白定量法との比較によって整合性を

確認した。これらは In vitro にて開始し、

手法が確立されたのちに、ヒト乳癌組織に応

用した。ヒト乳癌組織において ER、PgR の定

量化を確立した後に、癌細胞内での ER、PgR

の局在性を明らかにした。 

「具体的な方法」In vitro(cell line:T47D、

BT474、MCF7、ZR-751、MDA-MB231)で蛍光ナ

ノ粒子と ER、PR の結合性を確認し、その定

量性を検証した。抗 ER、PgR 一次抗体、ビオ

チン結合二次抗体、アビジン結合蛍光ナノ

粒子を用いて、それぞれ ER・PgR の発現量が

異なる乳癌細胞株のパラフィン包埋切片に

順に反応させ、研究室で構築した蛍光顕微鏡

で観察・計測を行い、解析ソフトを用いて定



量化した。同時に、乳癌細胞株の ER、PgR 蛋

白質発現量をフローサイトメトリーで解析

した。その結果と蛍光ナノ粒子を用いた定量

結果とフローサイトメトリーによる定量結

果の相関性を検証した。 

次に蛍光ナノ粒子を用いて、ER+/HER2-乳

癌の初発乳癌手術検体で ER、PgR の発現量を

定量する実験を行った。臨床検体でも ER、PgR

の高発現量と低発現量を正確に判別可能に

すべく条件の詳細な検討を行った。また、従

来の IHC 法に比べ、陽性細胞割合だけではな

く、各細胞内での ER、PgR 分布の不均一性も

表現することが可能となるような染色条件

の検討を行った。本研究は一貫して蛍光ナノ

粒子を用いて病理組織を染色し、蛍光顕微鏡

で撮影された組織画像はデジタル化され、画

像アルゴリズムにより「細胞核解析モジュー

ル」と「輝点解析モジュール」で解析した。

細胞核解析モジュールでは細胞の数や面積

を測定、輝点解析モジュールでは輝点（発光

している点）をカウントして蛍光ナノ粒子の

数に変換する。この粒子解析によって得られ

た情報をスコア化し、臨床検体においてより

客観的で定量的な蛋白発現量の情報を取得

することを行った。 

 

４．研究成果 

 現在、乳癌の治療はそのサブタイプに応じ

て治療を選択することが必要であり、そのな

かで Luminal A と Luminal B の区別が最も重

要でありかつ難しくなっている。多遺伝子解

析に行うことは出来るが、高価であるがゆえ

に実臨床で用いるのが難しい。一方で現行の

DAB法では真にER,PgR発現量を精度よく判定

できているかは疑問の残るところである。よ

って我々は独自の蛍光ナノ粒子を用いた高

精度蛋白定量法を用いて核内 ER、膜型 ER、

さらにはPgRについてもその発現量を定量化

し、より精度よく ER,PgR 発現を見ることで

予後に与える影響を明らかにすることを目

的とした。 

 ま ず 始 め に 、 5 種 類 の 乳 癌 細 胞 株

（BT474,MCF7,T47D,ZR-75-1,MDA-MB-231）に

おいて、核内 ER、PgR を標的に蛍光ナノ粒子

で標識した1次抗体を用いた免疫染色を施行

した。その結果、各乳癌細胞株の ER、PgR 発

現状況に応じた ER-蛍光粒子シグナル、PgR-

蛍光粒子シグナルが検出された。また、通常

の DAB 免疫染色では検出されない ER、PgR 蛋

白が、ER、PgR 低発現細胞において検出可能

であった。以上の染色条件を確立した後に、

in vitro で 同 様 の 乳 癌 細 胞 株

（MCF-7,BT474,ZR-75-1,MDA-MB231）で通常

の DAB染色と蛍光ナノ粒子を用いた IHCを施

行し対比したところ、DAB 染色に染色性と、

蛍光ナノ粒子のスコアは相関関係にあった。

続いて、FACS にて ER の抗原量を測定し蛍光

ナノ粒子のスコアを対比したところ、強い正

の相関を認めた（R：0.98）。同様の検討を PgR

に関して行ったところ、こちらも強い正の相

関を認めた（R：0.94）。また、ER、PgR のシ

グナルに関しては、癌細胞内での局在を明ら

かにすることに成功した。 

 本検討から、ER、PgR に関して核内・膜型

を問わず高精度に定量化することに成功し、

従来のDAB法と比較して精密のその多寡を評

価することが可能であることを証明した。 
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